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株式会社　英弘水産 代表取締役 岡本英征
岩美郡岩美町大谷２１８２－
７２７

0857-72-8224  英弘水産
魚介類販売
業

魚介類販売    第20210038号 R03.05.07 R08.05.31

横山貴俊 岩美郡岩美町陸上１１６０－ ゆうなみ小屋 飲食店営業 一般食堂 旅館・ホテル   第20210037号 R03.05.07 R08.05.31
有限会社　徳永食品
店

代表取締役 徳永起宏
八頭郡智頭町智頭１６４０－
１

0858-75-0315  徳永食品店 飲食店営業
仕出屋・弁
当屋

   第20210050号 R03.05.19 R08.05.31

清山邦朗 八頭郡八頭町宮谷２６２－７ 寿司・創作ｄｉｎｉｎｇ　魚魚 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210047号 R03.05.18 R08.11.30
熊谷英之 八頭郡智頭町大屋３５６ 0858-78-0705  柿の葉亭 みそ製造業 みそ製造    第20210131号 R03.05.20 R09.05.31

小森　司 八頭郡智頭町智頭１７０１ ちづアトリエ 飲食店営業 一般食堂
仕出屋・弁当
屋

その他  第20210194号 R03.05.28 R08.05.31

小森　司 八頭郡智頭町智頭１７０１ ちづアトリエ 菓子製造業 菓子製造    第20210191号 R03.05.28 R08.05.31
小森　司 八頭郡智頭町智頭１７０１ ちづアトリエ 乳製品製造 乳製品    第20210192号 R03.05.28 R08.05.31
石谷　公 八頭郡智頭町智頭４６５ 0858-75-0032  塩田屋旅館 飲食店営業 旅館・ホテル 料理店   第20210167号 R03.05.21 R08.05.31
岸本誠司 八頭郡智頭町智頭４８６ 0858-75-0067  河内屋旅館 飲食店営業 旅館・ホテル 料理店 仕出屋・弁当屋  第20210168号 R03.05.21 R08.05.31
尾﨑佐枝子 八頭郡智頭町智頭１５１４－ 0858-75-0048  常盤堂 菓子製造業 菓子製造    第20210169号 R03.05.21 R09.05.31

小森　司 八頭郡智頭町智頭１７０１ ちづアトリエ
食肉製品製
造業

食肉製品製
造

   第20210193号 R03.05.28 R08.05.31

大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 鳥取市立川町五丁目２６７－ 0857-36-1340  ラ・ムー鳥取東店 菓子製造業 菓子製造    第20210039号 R03.05.07 R10.02.29

宮本侑奈
鳥取市弥生町２５９　弥生２５
９ビル　１F

Ｓｎａｃｋ　Ｍｙ 飲食店営業 社交飲食    第20210032号 R03.05.06 R09.02.28

井上勝男 鳥取市伏野１１５９－１ 0857-51-1321  カフェレスト　サブレ 飲食店営業 一般食堂 旅館・ホテル   第20210033号 R03.05.06 R08.11.30
井上勝男 鳥取市伏野１０７２ 0857-51-1321  カフェレスト　サブレ（食 食肉販売業 食肉販売    第20210034号 R03.05.06 R09.11.30
前道由紀 鳥取市弥生町２４４　１Ｆ ｎｅｉｇｅ　ｄｅｕｘ 飲食店営業 社交飲食    第20210036号 R03.05.07 R09.02.28
株式会社　クベル 代表取締役 平尾　隆久 鳥取市河原町佐貫１２０６ 0858-85-2240  平尾とうふ店 豆腐製造業 豆腐製造    第20210035号 R03.05.07 R08.05.31

浜本　孝
鳥取市賀露町西三丁目２７
－１

はまちゃん本舗　かろいち
店

飲食店営業 その他    第20210042号 R03.05.18 R08.08.31

浜本　孝
鳥取市賀露町西三丁目２７
－１

はまちゃん本舗　かろいち
店

菓子製造業 菓子製造    第20210043号 R03.05.18 R08.08.31

有限会社　ＴＴＪコー
ポレーション

代表取締役 清山沙弥香 鳥取市覚寺６３－６ 0857-39-2121  
タグチＩＶＦレディースクリ
ニック

飲食店営業 給食施設    第20210041号 R03.05.18 R09.08.31

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　惣菜寿司
作業室

飲食店営業 すし屋    第20210088号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　サンドイッ
チ室

飲食店営業 その他    第20210089号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　ベーカリー
作業室

菓子製造業 菓子製造    第20210090号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  マルイ宮長店 乳類販売業 乳類販売    第20210091号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　惣菜作業
室

菓子製造業 菓子製造    第20210092号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　惣菜作業
室

飲食店営業
仕出屋・弁
当屋

その他   第20210093号 R03.05.20 R08.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　精肉惣菜
作業室

飲食店営業 その他    第20210094号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  マルイ宮長店 食肉販売業 食肉販売    第20210095号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　鮮魚惣菜
作業室

飲食店営業 その他    第20210096号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
マルイ宮長店　鮮魚寿司
作業室

飲食店営業 すし屋    第20210097号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  マルイ宮長店
魚介類販売
業

魚介類販売    第20210098号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　サンインマ
ルイ

代表取締役 松田欣也 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  マルイ宮長店 喫茶店営業 自動販売機    第20210099号 R03.05.20 R09.11.30

株式会社　アペックス
西日本

代表取締役 森　吉平 鳥取市永楽温泉町４０３ 0857-20-0101  
ホテルモナーク鳥取自販
機コーナー

喫茶店営業 自動販売機    第20210046号 R03.05.18 R10.02.29



井関久美 鳥取市弥生町２３４ 0857-27-4564  スナック　じゅん 飲食店営業 社交飲食    第20210040号 R03.05.17 R10.02.29
松岡範和               うえきゅう 魚介類販売 自動車営業    第20210044号 R03.05.18 R08.05.31
岡嶋俊二 鳥取市新品治町１６ 0857-21-8083  ねくすと　ぽけっと 菓子製造業 菓子製造    第20210051号 R03.05.19 R09.11.30

株式会社　ＭＯＲＩＺＯ 代表取締役 森　雅道
鳥取市末広温泉町１５９－７
２Ｆ

0857-29-3171  スナック　Ｒｕｌｅ 飲食店営業 社交飲食    第20210133号 R03.05.21 R09.02.28

株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 鳥取市東品治町１１１－１ 0857-29-3120  
ドトールコーヒーショップＪ
Ｒ鳥取駅店

アイスクリー
ム類製造業

アイスクリー
ム

   第20210087号 R03.05.20 R10.02.29

株式会社　葡萄家 代表取締役 山根一利 鳥取市晩稲３４８ 0857-28-7306  
ドトールコーヒーショップ
イオン鳥取北店

アイスクリー
ム類製造業

アイスクリー
ム

   第20210132号 R03.05.21 R09.08.31

山本延勝               山本鮮魚 魚介類販売 自動車営業    第20210045号 R03.05.18 R08.05.31
株式会社　Ｂ－パレッ
ト

代表取締役 田中亮祐 鳥取市吉方１３１ 0857-21-6322  
セブン－イレブン鳥取吉
方店

飲食店営業 その他    第20210052号 R03.05.19 R08.11.30

株式会社　Ｂ－パレッ
ト

代表取締役 田中亮祐 鳥取市吉方１３１ 0857-21-6322  
セブン－イレブン鳥取吉
方店

乳類販売業 乳類販売    第20210053号 R03.05.19 R08.11.30

株式会社　Ｂ－パレッ
ト

代表取締役 田中亮祐 鳥取市吉方１３１ 0857-21-6322  
セブン－イレブン鳥取吉
方店

食肉販売業 食肉販売    第20210054号 R03.05.19 R08.11.30

株式会社　Ｂ－パレッ
ト

代表取締役 田中亮祐 鳥取市吉方１３１ 0857-21-6322  
セブン－イレブン鳥取吉
方店

魚介類販売
業

魚介類販売    第20210055号 R03.05.19 R08.11.30

光浪　清 鳥取市雲山１２４－２５ 0857-22-4858  甘太郎 喫茶店営業 喫茶店    第20210048号 R03.05.19 R08.11.30
株式会社　アペックス
西日本

代表取締役 森　吉平 鳥取市宮長２８ 0857-51-7888  
サンインマルイ宮長店　店
頭

喫茶店営業 自動販売機    第20210165号 R03.05.24 R09.11.30

ＡＢＣ工業株式会社 代表取締役 植田大智 鳥取市弥生町２７３ 0857-68-1060  炭焼き　寅 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210049号 R03.05.19 R09.02.28
ＡｆｔｅｒＮａｖｉ株式会社 代表取締役 西村永吏 鳥取市弥生町２０５ 鳥からあっげーや 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210166号 R03.05.24 R10.02.29
ＩＭＰＡＣＴ合同会社 代表社員 福田　諒 鳥取市安長２７８－２ 焼肉火楽－かぐら－ 飲食店営業 一般食堂    第20210184号 R03.05.26 R08.08.31
ＳＷＡＮＳ　ＳＥＬＥＣＴＩ
ＯＮ株式会社

代表取締役 福原幸治 鳥取市行徳一丁目１０６ 木洩れ日 飲食店営業 その他    第20210195号 R03.05.31 R08.11.30

西村　厳 鳥取市今町一丁目５５１ 0857-32-9317  菓子工房　３と７ 菓子製造業 菓子製造    第20210183号 R03.05.25 R08.11.30
株式会社　お肉の店
匠

代表取締役 加藤　匠 鳥取市福部町湯山３７３－３               株式会社　お肉の店　匠 食肉販売業 食肉販売    第20210196号 R03.05.31 R09.11.30

山口るり子
鳥取市佐治町加瀬木２２３７
－１

0858-88-0006  佐治町婦人の家 菓子製造業 菓子製造    第20210185号 R03.06.01 R08.05.31

山口るり子
鳥取市佐治町加瀬木２２３７
－１

0858-88-0006  佐治町婦人の家 みそ製造業 みそ製造    第20210186号 R03.06.01 R08.05.31

株式会社　祭り酒場 代表取締役 本城　誠 鳥取市末広温泉町１５８－３ 0857-30-7555  しゃんしゃん亭 飲食店営業 一般食堂 その他   第20210189号 R03.05.27 R10.02.29
髙尾昌利 鳥取市青谷町吉川１００－５ たかお 菓子製造業 菓子製造    第20210187号 R03.05.27 R08.11.30

株式会社　濱富 代表取締役 土江征典 鳥取市川端一丁目１０７ 0857-29-3000  花のれん　春歌秋灯 飲食店営業 一般食堂
仕出屋・弁当
屋

その他  第20210188号 R03.05.27 R09.02.28

一般社団法人　アー
トスペースからふる

代表理事 妹尾恵依子 鳥取市元町１０１ 0857-35-0191  ギャラリーからふる 喫茶店営業 喫茶店    第20210197号 R03.05.31 R09.02.28

株式会社　ＴＲＥＥＳ
ＦＡＣＴＯＲＹ

代表取締役 山根大樹
鳥取市瓦町４０９　ふれあい
横丁　２号室

0857-27-4690  ｃａｆｅ　ｎｅｅ 飲食店営業 一般食堂
仕出屋・弁当
屋

その他  第20210198号 R03.05.31 R09.02.28


